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第2355例会
11月16日のプログラム
「イニシエーション・スピーチ」
寺坂幸治 会員
「イニシエーション・スピーチ」
奥野一三 会員
▲

▲

本日のプログラム
「医療環境変化への取り組み」
MSD 株式会社 プライマリーケア営業戦略室
地域戦略部 部長 岡本洋人様

No.2202

例会報告（11/2）
出席報告
会員数 98名（内出席免除者14名）
出席者 87名（内出席免除者出席12名）
出席率 90.63％（前々回訂正後出席率95.88％）
ビジター ０名

お 食 事
ビーフシチュー，牛蒡サラダ，ライス，デ
ミコーヒー

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。
先週の親子３RC 合同特別例会には多数の会員の皆様にご出席いただき，ありがとうございました。ま
た，当日の「創立時からの歴史とおもいで話，そして未来へ」と題するパネルディスカッションでは，
コーディネーターとして石井パスト会長，パネリストとして更井パスト会長に大変お世話になり，ありが
とうございました。各クラブの創立時の様子や，岡山東 RC が親クラブとしてどのように関わっていたのか
など，会員の皆様にも分かり易く理解していただけたものと思います。その後の２次会の席でも，「ぜひま
た開催してほしい」との声も多く聞くことができ，親子３RC にとって良い合同特別例会になったのではな
いかと思います。
さて，本日は岡山東 RC の年次総会を開催いたします。次年度の理事および役員を選出いたしますので，
ご審議の程，よろしくお願いいたします。
第５回理事会報告
１．創立50周年記念事業モニュメント設置アンケート実施の可否について，承認されました。12月７
日（木）例会時，プログラムに於いて実施予定です。
２．2019－20年度会長（2018－19年度会長エレクト）選任の件について，承認されました。本日の年次
総会に上程させていただきます。

３．2018－19年度理事および役員選任の件について，承認されました。先程と同様に，本日の年次総
会に上程させていただきます。
４．松永光弘（まつなが みつひろ）新会員，田中秀明（たなか ひであき）新会員の入会の承認，及び両人
の親睦活動委員会配属について承認されました。なお，入会日（式）は来週11月９日（木）とさせて
いただきます。
５．RI 第2690地区 2017－18年度 第８・９グループ合同 Intercity Meeting 全員登録について，承認さ
れました。なお，登録料は下半期会費・諸会費の納入の際，集金させていただきます。
６．６RC 事務局運営（委員会）会議設置について，承認されました。
幹事報告
１．11月のロータリーレートは，１ドル＝114円です。
２．他クラブの週報を回覧いたします。
委員会報告
●親睦活動委員会 末藤達也 副委員長
本日，新会員歓迎会の案内をポスティングさせていただいております。11月30日（木）18時30分からアー
クホテル岡山で行います。また年末家族例会のご案内もポスティングしております。12月21日（木）18時30
分より岡山プラザホテルにて行います。どうかご家族多くの方をお誘いの上，多くの出席をお待ち申し上
げております。よろしくお願いいたします。
最後にゴルフ同好会からですが，第４回のゴルフ例会を11月23日（木・祝）後楽ゴルフクラブで行います。
こちらのご案内もポスティングしておりますので，参加のほうよろしくおねがいします。
●職業奉仕委員会 大西直規 委員長
本日14時30分から企業主導型保育事業認可施設「ポストメイト保育園・ホテルグランヴィア岡山」の視
察研修を行います。参加予定の会員の方には先ほど，影山会員と大橋会員より３枚つづりの資料をお配り
しました。参加のほどよろしくお願いします。
●青少年奉仕委員会 小橋雅治 委員長
11月19日に行われます「親子で学ぶ備前焼体験を通じて地元を愛する心育成事業 Part2」のご案内を本
日ポスティングしております。来週の水曜日までに返信のほどよろしくお願いします。あわせてチラシを
ポスティングさせていただいております。ポスターのほうは皆様に一枚ずつお渡ししますので，会社等で
張っていただいて案内していただければと思います。
●写真同好会写友「輪影」 佐藤英明 同好会幹事
本日３点の報告をさせていただきます。 ①10月19日の写友「輪影」総会において，糸島パスト会長が砂
山会長の後任の写友「輪影」会長となる案が承認されました。欠席者の方には，議事録を本日ポスティン
グしておりますので，ご確認ください。 ②明日からの撮影旅行ですが，参加者の方には，行程表を本日ポ
スティングしております。７時45分，岡山プラザホテル集合でございます。なお，撮影旅行ですので，カ
メラと記録装置だけは，忘れないようにお越しください。 ③「輪影」忘年会のポスティングをさせていた
だいております。総会のときに内定した日から諸般の事情により，変更となり12月７日（木）となっており
ます。今年度写友「輪影」に入会された方の歓迎会も兼ねておりますので，大勢の参加をよろしくお願い
します。
米山記念奨学金の授与
米山記念奨学生のイム ヒョン ソップさんに藤井会長より11月の奨学金が授与され，イムさんからお礼の
ご挨拶がありました。
表彰状伝達式
10月22日（日）の国際ロータリー2690地区地区大会本会議で行われた表彰の伝達式が行われました。

＜2016－17年度における RI 表彰＞
●意義ある業績賞「スポーツ健康教室 子供たちに AED で大切な命を
救うことを伝える事業」 （66RC 中１RC のみ受賞）

＜2016－17年度における 地区表彰＞
●米 山記念奨学会寄付達成クラブ ●地区目標達成賞 米山記念奨学会 ●地区目標達成賞 ロータリー財団
賞 第３位 感謝状
普通寄付（年5,000円／人）かつ特
年次基金への寄付において１人
別寄付（10,000円／人）達成
当たり150ドル以上達成

お祝い行事
会員誕生日
横山，大塚，岡本，萱原，西下，土岩，松永，森元，齊藤（博），塩見，弘中
会員夫人誕生日 近藤（聡），友野，藤岡，髙藤，森元，高橋，舟橋，池田
結婚記念日
児
 島
（道）
，和氣，横山，石井，佐々木，冨岡，武，宮本，糸島，近藤
（典）
，福武，齋藤
（信）
，
石原，山田，西下

SAA
●スマイル●
藤井
先週３RC の夜間例会では，多数の出席ありがとうございました。色々な歴史もわかり有
意義な例会になりました。更井パスト会長，石井パスト会長お世話になりました。
横山
一昨日１日，85回目の誕生日，明３日，57回目の結婚記念日を迎えます。これからも出
来る限り頑張るつもりです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
更井
①過日，第48回総選挙には，皆さんに大変お世話になりました。 ②先週３クラブ合同例
会にはパネラーのご指名を賜りありがとうございました。
石井
３RC 合同例会では「創立時からの歴史とおもいで話，そして未来へ」のテーマのパネル
ディスカッションでコーディネーターをさせていただきました。
荒川
次年度の G 補佐を拝命いたしました。12月に第１回の会議があり，いよいよその役目が
始まります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
舟橋
本日の総会で次年度理事および役員案をご審議いただきます。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
藤岡
①地区大会ゴルフ会，同時開催の岡山東 RC ゴルフ同好会優勝させていただきました。
小橋会員，佐藤会員と同ネットでしたが，年長ということで優勝させていただきました。
②11月３日より台湾に出向くため「輪影」出席できずごめんなさい。
冨岡
①10月22日（日）地区大会本会議，台風来襲でしたが会員皆様には多数ご参加いただき，
ありがとうございました。バスでは貝原 S.A.A.，内山淳副幹事，そして菅野さん，大変
お世話になりました。 ②10月26日（木）親子３RC 合同特別例会，パネルディスカッショ
ンに於いて，更井パスト会長，石井パスト会長のもと，３RC の歴史を勉強させていただ
きました。ありがとうございました。また，三垣委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様
には大変お世話になりました。
内山（淳） ①髙藤さん，藤岡さんには昨日大変お世話になりました。 ②冨谷さん，先週は大変お世
話になりました。
近藤（典） ①岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会で第25代岡山きもの文化人の表彰を行いまし

三垣

大西

諸國
小橋

菅野
大橋
横手
日名
大河原
萱原
横田
宮本
影山
中井
土岩

貝原


た。ちなみに文化人は将棋の王位を取られた菅井竜也様と学芸館の森美智子先生です。
岡山きもの博士には那須七都子様，岡山きもの匠人には井原 RC の青木茂様です。ちな
みにデニムできものを作り世界に発信している方です。 ②３RC 合同例会の時，なつか
しい福武先輩と一緒の写真を丸の内 RC 小林元会長より紹介がありました。感謝！！
①三木会に何年か振りに参加しました。 ②３ロータリー合同例会，大変たくさんの方々
に参加いただきました。更井・石井パスト会長ありがとうございました。 ③岡山東ロー
タリークラブ（地区大会チャリティーゴルフ大会を兼ねた）ゴルフ同好会にてベストグロ
スいただきました。 ④色々とありがとうございます。
①本日は職業奉仕委員会事業として，企業主導型保育事業認可施設のポストメイト・岡
山グランヴィア保育園にて視察研修を実施します。多くの参加予定者の方々，よろしく
お願いします。 ②昨日は色々とお世話になりました。ギックリ腰のなりかけでご迷惑を
おかけしました。
本日，ロータリー財団について卓話をさせていただきます。
①第３回ゴルフ同好会で２位になりました。同 NET で準優勝でしたので少しくやしいで
す。 ②保険代理店の勉強会で沖縄で「一生使えるワインマナー」と「現在のお受験問題
解決策」を勉強してきました。為になりました。
10月22日地区大会倉敷のバスご利用ありがとうございました。冨谷会員，横手会員ご迷
惑おかけしました。申し訳ございませんでした。
妻の誕生日プレゼントありがとうございました。
齊藤パスト会長，佐藤直前幹事，先日は大変お世話になりました。
申し訳ありません。本日，都合で早退させていただきます。
後楽園園遊会では大変お世話になり，ありがとうございました。
①誕生日のお祝いありがとうございました。 ② S.A.A. に協力します。
職業奉仕１件達成につきスマイルします。
うれしいことがありました。理由は内緒。
①冨谷さん，先日はお世話になりました。 ②根木さん，ありがとうございました。お陰
様で今年の冬は暖かく過ごすことができます。
台風の中，板野酒造場さんの蔵祭りに行ってきました。参加者が少なかったこともあり，
利き酒コンテストで優勝することができました。
妻に素敵な誕生日プレゼントをありがとうございました。妻からロータリークラブは
祝ってくれるけど，あんたは祝ってくれたことないねと言われたので，来年はしっかり
プレゼントを準備します。
地区大会出席の予定でしたが，台風の影響で仕事が入り欠席してしまい，申し訳ありま
せんでした。
26件 188,000円

「クラブ年次総会」
クラブ細則第５条第１節に基づくクラブ年次総会が開催され，2018－19年度理事・役員の候補者が選出
され，下記の通り承認されました

2018－2019年度 理事・役員
役員
役員
役員
役員
理事
役員
理事
役員
役員
理事

会長
会長エレクト
副会長
幹事
副幹事
S.A.A.
副 S.A.A.
直前会長
会計
会員選考委員長

舟橋
藤岡
山下
内山
貝原
齋藤
大西
藤井
石井
西下

弘晃
千秋
和也
淳
明宏
信也
直規
一也
英行
裕平

理事 会員増強委員長
浮田
實
理事 親睦活動委員長
井上 和宣
理事 プログラム委員長 渡邊 修司
理事 会報委員長
岡﨑 秀紀
理事 職業奉仕委員長
菅野 正則
理事 社会奉仕委員長
神田
豪
理事 国際奉仕委員長
佐々木 篤
理事 ロータリー財団委員長 福武 義修
理事 青少年奉仕委員長 和氣 伸吉

議長

藤井一也 会長

齊藤博臣 指名委員長

舟橋弘晃 次期会長

藤岡千秋 会長エレクト

11月２日のプログラム

「ロータリー財団月間にちなんで」

諸國眞太郎 ロータリー財団委員長

まずロータリー財団とはということですが，RI 会長６人目のアーチ・クラン
フ氏が1917年にの国際大会で「ロータリーが基金をつくり，全世界的な規模で慈
善，教育，その他社会奉仕の分野で，何かよいことをしようではないか」と提案
し，その基金として発足した非営利財団法人がロータリー財団です。ロータリー
財団の使命は「ロータリアンが，健康状態を改善し，教育への支援を高め，貧困
を救済することを通じて，世界理解，親善，平和を達成できるようにすること」
となっています。ロータリー財団には大きく分けて３つのプログラムがありま
す。まず一つ目が，最優先項目である「ポリオプラス・プログラム」です。この
プログラムはポリオ常在国，ウィルス流入国，高リスク国を中心とした世界のポ
リオ撲滅のための取り組みです。二つ目は，「ロータリー平和フェローシップ」です。世界に６つあるロー
タリー平和センターで，国際関係，平和，紛争解決とその関連分野で学ぶ学生への奨学金制度となってい
ます。三つ目が，「地区補助金・グローバル補助金」です。人びとによりよい生活をもたらし，地域社会に
貢献するロータリアンの活動を支援する制度です。岡山東 RC ではこの地区補助金事業を毎年行っておりま
す。今年度では青少年委員会の事業である「備前焼を通じて地元を愛する心育成事業」がこれにあたりま
す。
また地区目標ですが，ポリオ撲滅への協力ということで，ポリオプラスへの寄付。ロータリー財団への
支援ということで，年次基金への寄付。ロータリーカード普及への協力という，３点が掲げられています。
また My Rotary への登録も目標であったのですが，調べたところ岡山東 RC では，会員98名中，登録済み
の会員が22名です。ぜひ My Rotary への登録をお願いします。

職業奉仕事業「企業主導型保育事業認可施設
ポストメイト保育園・ホテルグランヴィア岡山の視察研修」（11/2）
11月2日（木）14時30分より職業奉仕委員会の事業「企業主導型保育事業認可施設 ポストメイト保育園・
ホテルグランヴィア岡山の視察研修」が総勢39名の会員で行われました。株式会社マイスタイル代表取締
役の鈴村忠則様により「子育て支援」についてのご講話があり，会員の皆さんからも活発な質疑がありま
した。その後は実際に施設を見学，大変有意義な視察研修となりました。

藤井会長

挨拶

株式会社マイスタイル
代表取締役 鈴村忠則様の講話

大西職業奉仕委員長

質疑応答

会場風景

写真同好会

保育園を視察する会員の皆さん

写友「輪影」撮影旅行（11/3 〜 11/4）

11月３日（金・祝）〜４日（土），（総社市）豪渓，井山宝福寺，（鏡野町）奥津渓，県立森林公園の紅葉撮影
旅行に17名が参加して行われました。「豪渓」「井山宝福寺」では紅葉前線の南下にもう少しかかりそうで
したが，深まる秋の風情の古寺や渓谷美を熱心にカメラに収めました。「奥津渓」の紅葉は丁度見頃で，も
みじ祭りも開催中で大勢の観光客で賑わっており，大釣橋から眺めるカエデやイロハモミジ，イチョウな
どの赤色や黄色に染まった景観は渓谷美と相俟って絶好の被写体となりました。「県立森林公園」は鳥取県
境に接する標高1,000ｍの高地に位置するため，紅葉時季が少し過ぎておりましたが，黄葉のカラマツ林，
ナナカマドの紅葉，マユミの赤い実なども見られ，清らかな渓流など自然がいっぱいの森林公園を撮りま
した。下山途中の車窓から眺めた山々の紅葉は誠に見事でした。今回の撮影旅行では，紅葉を楽しむと共
に，金龜の精進料理，池田会員にお世話になった米屋倶楽部奥津のなぎビーフすき焼きと温泉，ホテル蒜
山ヒルズのラム＆ジャージ牛バーベキューなどのグルメを賞味しての楽しい撮影の旅でした。

［文章提供：若林宣夫 会員，写真提供：武和志 同好会代表幹事］

年末家族特別例会のご案内
12 月 21 日（木）18 時 30 分より毎年恒例の年末家族特別例会が開催
されます。クリスマスに相応しい会場設営，アトラクション（Mr. チョッ
プリン）等を企画。美味しい料理，カクテル，たこ焼き等をご用意してます。
また子供に大人気の「ふわふわ」も設置します。会員・ご家族皆様のご
参加を心よりお待ち申し上げます。

日時：2017 年 12 月 21 日（木）18：30〜20：30
＜写真撮影 17：00〜18：30 予定＞
会場：岡山プラザホテル

